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公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会
岡崎市美合町五本松68番地12
TEL.54－8495 FAX.54－8475

平成29年12月1日現在／事業所数736社 会員数：7，
902名
※表示金額は、
すべて消費税込みの金額です。

共済会ニュース内容の申込について
① FAX申込・
・
・FAXもしくは共済会窓口でお申し込みください。

始めによくお読みください

⑤ チケット発注に関して・
・
・FAX申込のものは申込のあった数、も
しくは当選数のみの発注となり、共済会で余分に確保はしてお
りません。また、発注後のキャンセル、席種や日時等の変更も
できません。
⑥ 申込用紙・
・
・共済会ホームページからダウンロードできます。お
電話をいただければこちらからFAXもいたします。
⑦ チケットの座席について・
・
・すべてのチケット類の座席の指定はで
きません。車椅子の席が必要な方は必ず事前にご連絡ください。

② 窓口販売・
・
・共済会事務局窓口で販売いたします。
③ 申込受付期間について・
・
・毎月「１日～20日」が申込受付期間
となります
（別に記載されている場合はそちらが優先）。
④ 斡旋数について・
・
・コンサートやその他公演等のチケットの申込上限
は一人4枚までとなっております（別に記載されているものを除く）。
※販売元の状況及び申込状況によっては抽選となる場合がございます。

謹んで新春の
お慶びを申し上げます

勤労者共済会の会員の皆様には、
お健やかに新しい
年 をお迎 えのことと心よりお慶び申し上 げま す 。ま
た、
旧年中の本会の運営に対しましてご支援ご鞭撻を
賜り感謝申し上げます。
当共済会は、
企業に従事する勤労者の皆様のための
総 合 的な福 祉 事 業を行 うことにより、企 業 勤 労 者の
皆様の福祉の向上を図るとともに、
企業の振興及び地
域社会の活性化に寄与することを目的に昭和五十六
年に発足して以来三十五年を経過し、
その間の平成二
十四年に公 益 財 団 法 人に移 行し、平 成二十六年より
幸田町にも加わっていただき事業を進めてまいりまし
た。
発足当時の会員は、
一八一事業所、
会員数一，
七八一名で
スタートいたしましたが、その後、岡 崎・幸田両 地 域の
企 業の皆 様のご協 力をいただきまして、現 在、七三六
事業所、
会員数七，
九〇〇名を超すまでに拡大するこ
とができました。これもひとえに企業の皆様のご理解
の賜 物と厚 く 御 礼 申し上げます 。今 後もこの地 域の
勤労者の皆様の福利厚生のより一層の向上と企業の皆
様の更なるご発展、
及び地域の活性化に寄与できます
よう 本 共 済 会も新 年にあたり気 持ちを新たに、
より
良い事業に取り組んでまいりたいと考えております。
今年の干支「戌（いぬ）」年は、
作物などの収穫後の段
階を表 すとも言われております 。企 業の皆 様におか
れましては、
こつこつと今まで積み重ねられ収穫できた
もの、
これからのもの、
そして次の収穫のため準備にか
かるものなど、
目まぐるしく変化する社会環境の中で
の対応をされていることと推察いたし
ま すが、今 年一年が企 業の皆 様、そし
て会 員とご家 族の皆 様にとりまして
輝かしい年でありますことをご祈 念
申し上げ、
新年のご挨拶とさせていた
だきます。
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岡崎幸田勤労者共済会

★ニュースはホームページからもご覧いただけます！
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あけまして
おめでとうございます

共済会でお渡ししている各種割引チケット等のご利用は、会員と登録家族（生計を一つにしている家族）の方のみとなって
おります。皆様の貴重な会費で運営しております。ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

潤
隆司

職員一同

検索

１月号 共済会ニュース

共済会 おすすめツアー！

旅行会社窓口で共済会会員証を提示すると３～５％割引！
おすすめツアーは割引金額からさらに共済会が1,000円の補助！

直接申込

いちご狩りツアー

焼津ｄｅもりもり海鮮のっけ丼と
つめつめいちご狩り

南信州いちご狩り

ドラゴンズパックＮｏ．

44399

■一般旅行代金／黒色出発 ８，
９８０円
（3才以上）
（昼食付） 赤色出発 ９，
４８０円

西尾駅
7：10出発

東岡崎駅
8：00出発

岡崎車庫
8：10出発

１月 6・16・ ２月 5・10・ 3月 7・16・
21・25 16・21・27
22・26

蒲郡ルート

１月
12・28

２月
3・7・13

12大お楽しみ

（3才以上未就学児は700円引き、いちご1パックは付きません。）

コース番号
44399Ｃ
蒲郡駅 幸田駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：10出発 7：25出発 8：00出発 8：10出発

●出発日

●出発日

西尾ルート コース番号
44399Ｂ

44390

※1/3・6出発は⑩⑫がありません。

■一般旅行代金／黒色出発 ８，
９８０円、赤色出発 ９，
４８０円
（3才以上）
（昼食付）

ドラゴンズパックＮｏ．

西尾ルート コース番号
44390Ｂ
西尾駅
7：00出発

3月
1・19・28

東岡崎駅
7：50出発

岡崎車庫
8：00出発

１月
２月 6・12・ 3月 6・10・
3・21・26 18・21・24 19・25・29

●コース/各地～グリンピア牧之原（ティーバッグつめ体験）～焼津さかなセンター
（昼食）～静岡浅間神社（参拝）～いちご狩り食べ放題＆詰め体験～ちくわの里（玉はん
ぺんつめ体験）～岡崎〈17：40頃〉～各地 ※昼食食べ放題は50分間です。 ※いちご狩り食

①牛すき焼き御膳又は豚
しゃぶ御膳の昼食 ②いち
ご狩り食べ放題 ③いちご
1パック ④元善光寺参拝
⑤いちごパイ ⑥いちご
寒天ゼリー ⑦花のハウス
見学 ⑧花のポット ⑨お
菓子3点セット ⑩なめ味
噌小袋 ⑪赤飯まんじゅう
試食 ⑫甘酒・みそ汁試飲

蒲郡ルート

コース番号
44390Ｃ
蒲郡駅 幸田駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7：00出発 7：15出発 7：50出発 8：00出発

１月
6・31

２月
10・15・26

3月
2・13・21

●コース/各地～稲垣来三郎匠（味噌蔵見学・お買物）～いちご狩り食べ放題～
元善光寺（参拝）～飯田（昼食）～お菓子の里飯田城～花のハウス（見学・花のポッ
ト１個お持ち帰り）～岡崎〈17：20頃〉～各地

べ放題＆詰め体験は30分間です。 ※詰め体験のいちごはあらかじめ収穫したいちごとなる場合が
あります。 ※3才以上未就学児はいちご狩り食べ放題のみとなり、詰め体験はありません。

※1/3・6出発は稲垣来三郎匠へは立寄りいたしません。

◆おすすめツアー特典／共済会よりおすすめツアー限定で１，
０００円の補助をいたします。申込み時に正規料金より１，
０００円を差し引い
た金額を旅行会社へお支払いください。
◆補助範囲／会員及び登録家族
◆そ の 他／おすすめツアー以外の各旅行にも共済会会員証提示で割引は適用されますので、是非ご利用ください。

注意事項／・お支払いは現金のみの取り扱いとなります。 ・一般の方も一緒にお申込みいただけます。・共済会補助はおすすめツアー１
つにつき、１回までです。 ・キャンセル等については各旅行会社の約款が適応されますので、ご了解ください。 ・一般の方と同
じバスでの参加となり、各ツアーとも先着順で受付けとなっております。出発日によってはすでに満席の場合があります。ま
た、申込人数によっては実施できない場合がありますのでご了承ください。 ・申し込み時に、各旅行会社から共済会へ旅行参加
者の確認があります。

◎旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業

名鉄観光バス株式会社

【重要】 ツアーお申込みと参加費のお支払い先は、直接旅行会社へとなります！

第１８５７号 （社）
日本旅行業協会正会員

〒４４４－０８１１ 愛知県岡崎市大西町字渕田１９－１

《お申込・お問い合わせ》 TEL：0564-65-5445 FAX：0564-65-5446

※共済会会員である旨を伝え、共済会会員カードを
ご提示ください。

高級ホテルで美味しいお食事のテーブルマナー

FAX申込

フランスコース料理を味わいながら基本のテーブルマナーを学べるプランです。
ホテルでスタンダードなマナーを学びながら楽しいひとときをお過ごしいただけます。
【Aプラン】

【Bプラン】

●会

場／名古屋マリオットアソシアホテル
５１F シリウス
●日
程／２月１７日
（土）１８：００開始
（受付現地１７：３０）
●参 加 費／会員５，
５００円 登録家族６，
５００円
（一般価格：９，
３００円）
●そ の 他／所要時間２時間程度。駐車場３時間無料。
個々での飲食物の注文はできません。
★遮るもののない地上２００ｍの大パノラマが広がる人
気のスカイバンケット。エレガントな雰囲気に包まれるこ
の会場は、都心の夜景を眺めながらのパーティーにもお
すすめです。

●共

●会

場／ANAクラウンプラザホテル
グランコート名古屋 ５F ローズルーム
●日
程／２月１８日
（日）１２：００開始
（受付現地１１：３０）
●参 加 費／会員3,5００円 登録家族4,5００円
（一般価格：７，
０００円）
●そ の 他／所要時間２時間程度。駐車場３時間無料。
ワンドリンク付（白ワインまたはオレン
ジジュース）。個々での飲食物の注文は
できません。
★壁にはモネの
「睡蓮」
（レプリカ）
を飾った、温かみあ
ふれるエレガントな
空間です。
２フロア
吹き抜けの天井ま
で延びた大理石の
柱が壁にアクセン
トを添えています。

通／Ａプラン・Ｂプランご参加いただけますが、申込者多数の場合は抽選となります。両プランをお
申し込みの方は第１希望、第２希望を明記ください。参加人数によって、開催の可否、部屋が変
更となる場合があります。席は抽選とさせていただきます。
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共済会ニュース １月号

１ページ記載の" 共済会ニュース内容の申込について ""をご確認ください。
をご確認ください。

春風亭小朝＆大谷康子

特撰落語会

ＦＡＸ申込

日時／２月２４日
（土）１４：００開演
会場／岡崎市民会館大ホール
席種／S席 ４，
５００円
（一般前売：５，
０００円）
A席 ３，
６００円
（一般前売：４，
０００円）
B席 ２，
７００円
（一般前売：３，
０００円）

日時／１月２８日
（日）
１４：００開演
会場／岡崎市民会館
席種／S席 ３，
０００円
（一般：４，
０００円）
［出演］三遊亭円楽・林家三
平・三遊亭王楽
★ご存じ笑点で大活躍の
メンバーが出演！

※未就学児の入場不可

★BSジャパン音楽番組「おんがく交差点」
の二人によるコンサート。第一部：春風亭小
朝 独演会。第二部：大谷康子コンサート ≪岡崎竜城ライオンズクラブ≫

松田聖子 SEIKO JAZZ 2018

≪エイフル企画≫

これで見納め！前川清＆中村美律子 爆笑劇場ｉｎ中日劇場
ＦＡＸ申込
～スペシャルゲスト 松居直美～

ＦＡＸ申込

日時／２月９日
（金） １８：３０開演
会場／愛知県芸術劇場大ホール
席種／S席 １５，
０００円
（一般：１６，
０００円）

日時／３月１１日（日）１１：００開演
会場／中日劇場
席種／Ａ席 １０，
０００円
（一般：１２，
０００円）
［出演者］前川 清、中村美律子、松居直美、
小林 功、津川 竜、晃大 洋、いぐち武志、
永山晶子、福永大剛、三遊亭遊子、西山美
穂、名古屋のちんどん べんてんや
★第一部：喜劇「川村一座騒動記」、
第二部：ショー「お楽しみ！スペシャル歌謡ステージ」

※未就学児童のご入場は出来ません。

ゆかり・ミエ・まり

★11月に開催された東京公演につづき、大
阪・名古屋公演の開催が決定！2017年3月
に発売されたジャズナンバーをカバーしたア
ルバム「SEIKO JAZZ」は長年に渡る構想
の末、本格始動させた新プロジェクト。スタン
ダードからボサノヴァまでアーバンな名曲満
載のコンサートにこうご期待！ ≪チケットぴあ≫
3人娘メモリアルコンサート ＦＡＸ申込

※３枚以上でお申込みの場合、お席が離れる場合があります。 ≪チケットぴあ≫

AUSTIN MAHONE (オースティン・マホーン)
ＦＡＸ申込
JAPAN TOUR 2018

日時／３月１３日
（火）
１４：００／１８：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／S席 ６，
３００円
（一般：７，
５００円）

日時／５月３１日
（木）１９：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／指定席 ７，
２００円
（一般：８，
０００円）

※4歳以上もしくは座席が必要なお子様はチ
ケットの購入が必要です。

※未就学児童のご入場はご遠慮願います。

［予定曲目］小指の想い出、可愛いベイ
ビー、逢いたくて逢いたくて 他
★スパーク3人娘、伊東ゆかり、中尾ミエ、園まりが70歳オーバーを迎え、3人でのステージは
一度活動休止に入ります。最後の？！ファイナルツアーでお馴染みのヒット曲をはじめ、昭和を
彩った歌謡曲の名曲、アメリカン・ポップスの数々をにぎやかで楽しいおしゃべりを交えて歌いま
す。
「ニッポンを元気に！」する3人娘が繰り広げる素敵なショーをお楽しみに。 ≪チケットぴあ≫

★『ダーティ・ワーク』が2017年を象徴する大ヒット
を記録！待望のフルアルバムをリリースし、アーティス
トとしての進化を遂げるオースティン・マホーンのジャ
パン・ツアーが全国4都市で開催決定！

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ＦＡＸ申込
ソドー島のたからもの

『99才まで生きたあかんぼう』

≪チケットぴあ≫

ＦＡＸ申込

日時／３月６日
（火） １９：００開演
会場／名古屋市芸術創造センター
席種／全席指定 ６，
７００円
（一般：８，
０００円）

日時／３月４日
（日）
１２：００開演／１４：３０開演
会場／日本特殊陶業市民会館
ビレッジホール
席種／全席指定 ２，
３００円
（一般：３，
０００円）

※未就学児のご入場はご同伴の場合でも
お断りいたします。

［出演者等］原作・脚本・演出：辻 仁成、音楽：
SUGIZO、キャスト：村井良大、松田凌、玉
城裕規、馬場良馬、松島庄汰、松田賢二
★辻仁成が4年ぶりに自らオリジナル作品の演出を手掛ける話題作です。
凝縮された空間で、少数精鋭のキャストで喜怒哀楽を描き出し、濃密なステージを創作します。
ＳＵＧＩＺＯの熱い音楽とともに、また新たな辻ワールドが誕生します。
≪チケットぴあ≫

※2歳以上有料。2歳未満は保護者1名につき1名膝上
無料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料。

★トーマスとパーシーがテレビから飛び出してステージを駆け巡る！古いソドー
島の地図にのっている宝の場所を探していたトーマスは、誤って見知らぬ線路
に迷い込んでしまいます。パーシーや見習い機関士のケンが、暗い森の中で
トーマスを発見したとき、ソドー島の宝物もあきらかに・
・
・。
≪チケットぴあ≫

劇団四季ミュージカル「リトルマーメイド」

ＦＡＸ申込
申込締切：1月11日（木）

平成三十年 春巡業 大相撲刈谷場所

ＦＡＸ申込

日時／５月１９日（土）１３：００開演
会場／名古屋四季劇場
席種／S1席(1階席) ９，
８００円
（一般：１０，
８００円）

ＦＡＸ申込

日時／４月７日(土) 【開場】8：00 【打出し(終了)】15：00予定
会場／刈谷市総合運動公園ウィングアリーナ刈谷
席種／イスＢ席(2階) ３，
０００円（一般：４，
０００円）
※４歳未満保護者の膝上観戦に限り無料。但し、席が必要な場合は有料。

◆横綱セット（相撲土産3種、横綱弁当、お茶、オリジナルパンフレット）
：５，
０００円（一般：５，
５００円）
◆大関セット（相撲土産2種、大関弁当、お茶、オリジナルパンフレット）
：３，
１００円（一般：３，
５００円）
◆お弁当セット（特製弁当、お茶、オリジナルパンフレット）
：１，
８００円（一般：２，
０００円）

※３歳以上有料

★１階17列目まででご用意します。劇団四季とディズ
ニーの新次元ミュージカル「リトルマーメイド」。未知の世
界へ勇気を持って進んでいく人魚・アリエルの恋と冒険を
描いたディズニー長編アニメーションをミュージカル化。
最新フライング技術を駆使した海中シーンなど物語を華
やかに再現！ハッピーエンドのエンディングがもたらす圧倒
的な幸福感。彼女の恋と冒険は、多くの人の心に感動を届けます。劇団四季が総力を挙げ
てお贈りする大作ミュージカル『リトルマーメイド』をご期待ください。 ≪チケットぴあ≫

※予約販売となり、当日、会場での販売はありません。上記入場券がないと引換不可。
※当日、会場引換場にて10時～15時に引換えします。お引換えなき場合、無効となります。
※予定数に達しましたら終了となりますので、あらかじめご了承ください。

8：00 開場 公開稽古 10：30 ちびっ子わんぱく相撲
11：00 幕下以下取組、初切、相撲甚句、太鼓打分など 12：30 十両土俵入り、取組
13：30 幕内・横綱土俵入り、記念セレモニー、幕内取組
15：00 弓取式、打出し（終了）
≪チケットぴあ≫
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１ページ記載の"共済会ニュース内容の申込について
１ページ記載の " 共済会ニュース内容の申込について "をご確認ください。

水森かおりコンサート ～歌謡紀行～

SCANDAL

ＦＡＸ申込

日時／４月１４日
（土）
１８：００開演
４月１５日
（日）
１７：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／全指定席 ５，
２００円
（一般：５，
８００円）

日時／４月２１日
（土）
１３：００／１７：００開演
会場／幸田町民会館さくらホール
席種／S席 ５，
３００円
（一般：６，
５００円）
A席 ４，
５００円
（一般：５，
５００円）
※未就学児の入場は不可

★予定曲目「鳥取砂丘」
「釧路湿
原」
「ひとり薩摩路」他

※４歳以上有料

★SCANDAL HALL TOUR 2018「HONEY」

※A席は座席後方3列（25～27列）
です。

辛島
申込締切：1月16日
（火）

美登里

ＦＡＸ申込

≪幸田町文化振興協会≫

HATS MUSIC FESTIVAL

ＦＡＸ申込

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時・会場／
５月２日
（水）１８：３０開演
アクトシティ浜松大ホール
５月１９日
（土）１８：００開演
名古屋国際会議場センチュリーホール
５月２０日
（日）１５：００開演
名古屋国際会議場センチュリーホール
席種／全指定席 ７，
8００円
（一般：８，
64０円）

日時／４月１５日
（日）
１６：００開演
会場／名古屋市芸術創造センター
席種／全指定席 ５，
４００円
（一般：６，
０００円）
※未就学児入場不可

★辛島美登里コンサートツアー
～ Cashmere 2018～

※未就学児入場不可

大黒

摩季

★日医工 presents HATS MUSIC FESTIVAL Vo.3 葉加瀬太郎・高嶋
ちさ子・古澤巌～３大ヴァイオリニストコンサート 2018～ ≪サンデーフォーク≫
名古屋キルト＆ステッチショーVol.1 窓口販売

≪サンデーフォーク≫

ＦＡＸ申込

日時／５月３日
（木・祝）
１８：００開演
会場／日本特殊陶業市民会館
フォレストホール
席種／全指定席 ６，
１００円
（一般：６，
８００円）

販売期間：2月25日（日）まで

会期／３月２９日（木）～３月３１日（土）
１０：００～１７：００（最終入場１６：３０）
会場／名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール
席種／前売券 ９００円
（一般：１，
３００円（当日：１，
６００円））
※高校生以下無料 ※小学生以下は保護者同伴
※障害者手帳をお持ちの方ご本人のみ無料

※４歳以上有料/３歳以下膝上鑑賞無
料。お席が必要な場合は有料

★名古屋初開催！キルトと刺しゅうの世界
の奥深さ、美しさが満載の祭典！
テーマは、Now and Then ～〔現代の風〕
と
〔100年前の心〕～
日米のモダンキルトやアンティークキルトなど内外のキルト作家
の作品や公募作品が多数出展！全国から人気のショップが集合した
マーケットやイベントステージなども開催されます。 ≪チケットぴあ≫

★「Maki Ohguro 2018 Live-STEP!!～
Higher↑↑Higher↑↑中高年よもっと熱くな
れ!! Greatest Hits＋ ～FINAL SEASON」
≪サンデーフォーク≫

岡崎市勤労文化センター定期講座のご案内

ＦＡＸ申込

知っててよかった！ お役立ちセミナー
①資産運用／講師 愛知県金融広報
（投資）
アドバイザー 内山龍三氏
■日

②相

程／①２月３日、
２月１７日

■日

★“株式投資・投資信
託 ”を 初 め て 行う際
の、基本的な仕組み
から様々な事例まで
を交え、
２回シリーズ
でバッチリ解説

続／講師 愛知県金融広報
アドバイザー 岩田敏子氏
程／①２月10日、
２月24日

★“相続”全般に関する基本的な仕組みから
様々な事例まで交え、
２回シリーズでバッチリ
解説

【共通事項】

■開 催 日／土曜日 １０：００～１２：００ 各定員３５名 （両セミナー申込可。ただし、セミナー毎の抽選）
■参 加 費／無料 ※テキスト類無料配布
■持 ち 物／筆記用具
■会
場／岡崎市勤労文化センター 第２研修室
■内
容／昨年度、将来に備える上でテーマごとに開催したセミナーのうち、
“もっと細かく知りたい”
“様々な事例を交えて欲しい”
とアンケート回答でご希望の多かったテーマを取り上げます。
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お年玉特別企画！ Amazonギフト券

ＦＡＸ申込

■券
種／Amazonギフト券 カードタイプ ５，
０００円分
■特別価格／４，
０００円 ※価格には、共済会の補助が含まれております。
■提供枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）
■購入資格／会員のみ（２枚まで）
■そ の 他／有効期限は約２年です（Amazon発行後）。Amazonのサイトで登録後、
ご利用いただけます。
登録の仕方は、
とても簡単なので、ぜひご利用ください。
【Amazon.co.jpのアドレス】 http://www.amazon.co.jp
★検索サイトで、検索してもOKです★
*本プログラムは、公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonで
はお受けしておりません。公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会事務局0564-54-8495までお願いいたします。
*Amazon ギフト券細則についてはhttp://amazon.co.jp/giftcard/tc (PC)またはhttp://amazon.co.jp/jpgc_tc_aw
(携帯)をご確認ください。
*Amazon、Amazon.co.jp およびそのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

ミスタードーナツ 商品券の斡旋

ＦＡＸ申込

老若男女問わず、みんな大好きミスタードーナツ！ 今回、ミスタードーナツ
の商品券を斡旋！みんなでワイワイ楽しもう！
■券
種／ミスタードーナツ商品券 額面５００円を１０枚１組（５，
０００円分）
■斡旋価格／４，
５００円
■斡旋枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）
■購入資格／会員のみ（２組まで）
■そ の 他／有効期限はありません。購入金額が額面に満たない場合は、
お釣りがでます。

まるや八丁味噌『味噌煮込みうどん』の斡旋！

ＦＡＸ申込

創業延元二年（一三三七年）まるや八丁味噌の『みそ煮込みうどん』はいかがでしょう
か。味噌と生麺との相性が良いみそ煮込みうどんは、郷土料理のひとつで、その味が皆様
にご好評頂いております。
●商 品 名／味噌煮込みうどん６食入
●賞味期限／製造日より常温６０日
●斡旋価格／１，
5００円（一般価格：３，
２４０円（税込））
※価格には共済会の補助が含まれています。

●申込資格／会員のみ １人２セットまで
★クックパッドでレシピ公開中！HPよりご覧下さい！
WWW.8miso.co.jp

≪
（株）
まるや八丁味噌≫

全国農業協同組合連合会

農協全国商品券

ＦＡＸ申込

農協のAコープ店舗、JAギフト加盟店や幸田憩いの農園などで使える
農協の商品券です。園芸や家庭菜園などチャレンジしてみてはいかがで
しょうか。
■券
種／５００円券１０枚１組
■斡旋価格／４，
５００円
■申込資格／会員のみ １人２組まで
■斡旋枚数／５００枚（申込多数の場合は抽選）
■そ の 他／有効期限はありません。購入金額が額面に満たない場合、
お釣りがでません。
使用できる場所の詳細は全農ホームページでご確認ください。
■ホームページ／http://www.zennoh.or.jp/bu/seikatu/gift/index.htm

㸦ู⣬➨㸰ྕ㸧
㸳㸮㸮ๆぢᮏ

ぢᮏ

ぢᮏ
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下記の４ヶ所から組み合わせ自由！※１

（単品メニューのお申込の場合は、下記標準料金にて承ります。）

DUSKINN 水まわりお掃除が
セットでおトク！キャンペーン 直接申込
申込受付期間：１月９日（火）～２月１６日（金）
サービス実施期限：２月２８日（水）
まで

●２ヵ所 ３４，
０００円
●３ヵ所 ５０，
０００円
●４ヵ所 ６５，
０００円

※キャンペーン料金の適用は、各1ヶ所ずつの組み合わせに限ります。

最大１，
６４０円おトク！
最大２，
９２０円おトク！
最大５，
２００円おトク！

★セットで２ヵ所以上をお申し込みの方はさらにセット価格から３％割引！
●共済会補助額／1ヶ所につき １，
0００円
●申込資格／会員のみ
●利用方法／下記ダスキンまで直接ご予約をお願いいたしま
す。ご予約の際は、共済会会員であるとお伝えいただき、当日
は会員証を提示して申込者本人確認をお願いいたします。
●お支払いについて／代金は割引後の価格から、共済会補助
額を引いた金額をお支払いください。クレジットご利用OK！
●申込・予約先／ダスキン堂前 メリーメイド
岡崎市堂前町２丁目３－８
フリーダイヤル：０１２０－２３－８８３４
TEL：０５６４－２３－８８３４ FAX：０５６４－２６－１９７７

アクア･トト ぎふ 冬期特別料金のご案内

お知らせ

世界淡水魚園水族館アクア・トト ぎふが、冬期限定特別料金にて入館利用
いただけます！この機会に、ぜひご利用ください！

■実施期間／１月～３月
■ご利用券種／水族館 入館券
○メコンオオナマズ
■ご利用範囲／会員様及びそのご家族
○企画展「そのなまえヘンテコリン ～へんな名前の生き物たち～」
区 分
一般料金 会員通常料金 冬期特別料金
スベスベマンジュウガニやオジサンなど、淡水
大 人
１，
5００円 １，
1００円 90０円
魚や昆虫、植物、さまざまな分野からユニーク
中学生・高校生 １，
１００円
８００円 ７0０円
な名前がつけられた生き物が大集合！名前の由
来と共にご紹介します。
小学生
７５０円
５００円 ４0０円
■期 間／12/16（土）
～4/8（日）
幼児（３才以上） ３７０円
２００円 １5０円
★共済会事務局窓口で割引利用券をお渡ししております。会員証をお持ちの上、共済会事務局窓口までお越しくださ
い。
（詳しくは、共済会ガイドブックをご覧ください）

ディズニー・オン・アイス １階アリーナ席先行予約

ＦＡＸ申込

２０１８年のディズニー・オン・アイスは世界初公開の最新作がやってくる！初登場のインサイド・ヘッドや、
ディズニー・オン・アイス史上最多９人のプリンセス登場など見どころたくさん！
公演スケジュール

■そ の 他／今後のニュースで、アリーナ席以外のお値打ち価格のチケット斡旋を予定しています。
■会
場／
7/21㈯ 7/22㈰ 7/23㈪ 7/24㈫ 7/25㈬ 7/26㈭ 7/27㈮ 7/28㈯ 7/29㈰
日本ガイシホール
10：00 11：00 11：00 11：00 11：00 11：00 10：30 10：00

種／

Ｓ席

■席

14：30 14：00 15：00 15：00 15：00 15：00 15：00 14：30 14：00
18：00
19：00

土 日
平 日
大 人 ５，
４００円（一般価格：６，
０００円） 大 人 4,5００円（一般価格：5，
０００円）
こども ４，
５００円（一般価格：５，
０００円） こども 3,6００円（一般価格：4，
０００円）

※申し込み多数の場合は抽選 ※こども料金は3歳から小学生まで。2歳以下の方は大人1名につき1名までひざ上無料。
ただし、席が必要な方は有料。
≪中京テレビ事業≫

©Disney, ©Disney/Pixar

レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展 ～日本初公開「タヴォラ・ドーリア」の謎～
■会

期／１月１３日
（土）
～３月２５日
（日）

※９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） ※休館日：毎週月曜日
（祝日の場合は翌平日）、第４火曜日

窓口販売

販売期間：３月１８日（日）まで

■会
場／名古屋市博物館
■入 館 料／前売・一般
８００円（一般価格：１，
１００円（当日：１，
３００円）
前売・高大生
５００円（一般価格： ７００円（当日： ９００円）
前売・小中生
２００円（一般価格： ３００円（当日： ５００円）

※未就学児無料 ※身体等に障害のある方または難病患者の方は、手帳または受給者証のご提示により、本人と
介護者２人まで当日料金の半額。当日博物館チケット売り場にてお求めください。

★レオナルド×ミケランジェロ ルネサンスの二大巨匠 幻の競演
フィレンツェのヴェッキオ宮殿を飾っていたレオナルド・ダ・ヴィンチによる未完の大壁画「アンギアーリの戦い」。
《タヴォラ・ドーリア（ドーリア家の板絵）》は、この壁
画の中心部分を描いた16世紀前半の油彩画です。かつてはレオナルド自身による壁画制作のための準備作と見なされた、伝説的壁画の謎を解く重要な手がかりと
なる作品です。本展では、日本初公開の《タヴォラ・ドーリア》を中心に、壁画の模写や派生作品、またレオナルドの多岐にわたる活動を紹介し、失われた壁画の謎に迫
ります。さらにミケランジェロがレオナルドと同じ場所に構想した壁画の下絵の模写《カッシナの戦い》
（日本初公開）を加え、ルネサンス二大巨匠による競演の実現を
目指します。後世に絶大な影響を与えた天才ふたりの大壁画構想。美術史上に刻まれた一大スペクタクルを是非ご体感ください。
≪チケットぴあ≫
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作者不詳（レオナルド・ダ・ヴィンチに基づく）
「タヴォラ・
ドーリア」
（「アンギアーリの戦い」の軍旗争奪場面）
１６世紀前半 フィレンツェ、ウフィツィ美術館蔵
（東京富士美術館より寄贈）
Ex S.S.P.S.A.E e per il Polo Museale della città di
Firenze-Gabinetto

共済会ニュース １月号
ＦＡＸ申込
！
会員 ！ ビンゴでお年玉プレゼント！
恒例のお年玉プレゼント企画ですが、今年はビンゴになった方から抽選権が与えられま
企画 す！ビンゴになった方から先着順で、
謝
共済会事務局でガラガラ抽選機を回していただき、
感
出た玉によって景品をプレゼント！今まで当選したことないというあなた！ビンゴ好きのあ
なた！当落は自分次第！さぁ、奮ってご参加ください！！

★ご協賛いただいたお年玉プレゼント★
●１． 豊田スタジアム レストラン ヴェルデロッソお食事券1,000円分＋豊田スタジアム卓上カレンダー１個…３名様
●２．
●３．
●４．
●５．
●６．
●７．
●８．

（提供：㈱豊田スタジアム）

2018中日ドラゴンズカレンダー…1名様
（提供：㈱中日ドラゴンズ）
2018ディズニーカレンダー…１名様
（提供：㈱オリエンタルランド）
ラグーナテンボス「ラグナシア」入場券ペア…3名様
（提供：㈱ラグーナテンボス）
シネプレックス映画鑑賞券…10名様
（提供：ユナイテッドシネマ㈱ シネプレックス岡崎）
イオンシネマ岡崎映画鑑賞券…10名様
（提供：イオンシネマズ㈱ イオンシネマ岡崎）
安城コロナワールド 映画鑑賞券…10名様
（提供：安城コロナワールド）
安城コロナワールド コロナの湯ペア+ボウリング無料券…10名様

（提供：安城コロナワールド）
●9． 伊良湖ビューホテル「ランチ＆ｓｐａＶＩＥＷ入浴招待券」…１名様 （提供：日本ビューホテル㈱）
●10．岡崎ニューグランドホテルランチチケットペア…５名様 （提供：㈱岡崎ニューグランドホテル）
●11．おかざき楽の湯 入浴施設入泉券ペア…10名様
（提供：羽根温泉おかざき楽の湯）
●12．葵湯 入浴施設 ご入湯券ペア…10名様
（提供：（株）Ｋｉｒａｙ Ｙｕ（きれいゆ））
●13．ドラゴンズパックグッズ…２名様
（提供：名鉄観光バス㈱ 岡崎支店）
●14．なばなの里入場券ペア…２名様
（提供：日本中央交通㈱）
●15．中日ドラゴンズ観戦チケットペア…１名様
（提供：名鉄観光サービス㈱ 岡崎支店）
●16．大戸屋お食事券ペア…５名様
（提供：タニザワフーズ㈱）
●17．サーティワンシングル無料券２枚…10名様
（提供：タニザワフーズ㈱）

●18．①究極のラーメン2018 東海版（クーポン付）・②人を育て組織を鍛え成功を呼び込む
勝利への哲学 ／原 晋（青山学院大学 陸上競技部監督）２冊１組…２名様 （提供：ぴあ株式会社）
●19．髙橋精肉店特製すきやき割下…５名様
（提供：㈱髙橋精肉店）
●20．飲料メーカーノベルティグッズ詰め合わせ…10名様
（提供：㈱山新）
●21．図書カードNEXT1,000円券…10名様
（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）
●22．共済会グッズ詰め合わせ…30名様
（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）
●23．湯快リゾートギフト券ペア（額面8,100円）…1名様（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）
●24．幸田町民プールプリペイドカード（5,000円分）…2名様（提供：公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会）

N

G

O

〜 の
任意の数

I

〜 の
任意の数

B

e

Fre

30

〜 の
任意の数

〜 の
任意の数

１〜 の
任意の数
15

16

31
45

46
60

61
75

●申込資格／会員のみ
●方
法／
①専用の申込用紙に自分で好きな数字を記入！
②共済会へ数字を記入した用紙をＦＡＸしてエントリー！
③共済会ホームページで発表される数字をチェック！
④ビンゴになったらビンゴ用紙を持って共済会までGO！
●当選者決定方法／ビンゴになった用紙を持って、共済会事務
局までお越しください。お越しいただいた順にガラガラ抽選
機を回していただきます。
（先着順）
●番号の発表について／共済会のホームページにて複数回に
分けて発表。第１回目は２／３
（土）
に掲載予定。
●そ の 他／申し込みはお一人様１回まで、ダブルビンゴ以上
でも１ビンゴとします。番号の発表はホームページ上で行い
ますが、お電話でもお答えいたします。プレゼント予定数が終
了した際はホームページ上でおしらせします。プレゼントの残
数については共済会事務局までお問い合わせください。
●申込方法／専用ＦＡＸ用紙に、事業所番号・事業所名、会員番
号・氏名、共済会へのアンケート・ご意見・ご要望を必ず記入し
てください。記入もれ、複数・重複申込は無効とさせていただ
きます。
●申込期限／平成30年１月20日（土）

☆ご協賛いただきました各企業の皆様、
この場を借りて厚く御礼申し上げます☆
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１月号 共済会ニュース

「退職準備セミナー」開催のご案内

FAX申込

申込締切：1月11日（木）

６０歳からのライフプラン <第２の人生に向けて～これからのライフプランを作るために」
このセミナーでは、定年後の生活設計や定年前に知っておきたい知識などについてわかりやすく説明
致します。参加費無料ですので、ぜひお申し込みいただき、今後のライフプランにお役立てください。
●日
時／２月３日
（土）９：３０～１２：３０
（受付開始／９：００～） ●場
所／岡崎市勤労文化センター ３階 ホール
●参加対象者／５５歳以上の会員（できるだけご夫婦での参加をお願いします）
●参加申込／専用の用紙に記入のうえＦＡＸにて申込み ●参加受講料／無料 ５組１０名まで
●セミナーの主な内容／①６０歳台前に知っておきたいこと
（年金や雇用保険のしくみ）
②生活設計のポイント
（６０歳以降の働き方をどう考えるか）
③退職前後のタイムスケジュール（いつまでに何をするか）
④その他 定年後の仲間作りについて（労福協友の会から活動紹介）等
●そ の 他／「６０歳からのライフプランを考えるために」わかりにくい年金、健保、雇用保険のことを具体的にわかりやすく
説明致します。例えば「年金をもらいながら働くと年金がカットされて損？」
「６０歳から年金をもらうと損する
の？」
「退職したら、健康保険はどうなるの？」
・
・
・など。 （講師：社会保険労務士 鈴木 久子 氏）
●主
催／愛知労福協岡崎額田支部（東海労働金庫岡崎支店内 ℡２３－５２１１）

近鉄名阪まる得きっぷ販売終了のお知らせ

近鉄名阪まる得きっぷの販売が終了することに伴い、共済会での販売も終了いたします。
１月からは在庫のみの販売となりますので、購入希望の方は事前に共済会まで在庫と有効期限の確認
をお願いいたします。

湯快リゾートギフト券“３月末まで”販売延長のお知らせ

共済会事務局窓口で販売中の湯快リゾートギフト券の販売を“３月末”まで延長いたします。ご希望
の方は、ぜひお求めください。（共済会ニュース10月号参照）

第40回

働く者の作品展

共済会入賞者 報告

共済会ニュース９月号で募集し、
１１月１5日～１9日に岡崎市美
術館で展示されていました『第40回 働く者の作品展』において、
共済会会員の方が入賞されたのでご報告いたします。
◆写真の部

・黒柳
・嶋貫
◆書道の部 ・植田
◆その他の部 ・近藤

共済会事務局
からの

お知らせ

健治様
真友様
滋郎様
和美様

『宇良☆名古屋で日馬富士を破る！』 佳作
『まだ９５歳』
佳作
出品ありがとう
『飛竜乗雲』 金賞
ございました！
『歌舞伎二選』 銀賞

現在、入賞された方の作品（写
真・絵画）が勤労文化センターに
展示してあります。お立ち寄りの
祭は、ぜひご覧ください。
また、次回の募集も予定して
おりますので、その際は皆さま
からのご応募をお待ちしており
ます。

★ニュースはホームページからもご覧いただくことができます！ご自宅や職場で、
岡崎幸田勤労者共済会
検索
ご家族や同僚の皆さまとぜひ一緒にご覧下さい！
★給付及びインフルエンザ予防接種助成、人間ドック等受診助成などの利用助成の申請について

申請が複数ある場合は、必ず個々の事由毎に申請書類の提出をお願いいたします。お子様が小・
中学校へ入学のご予定の方は、給付申請の際の提出物として入学通知書等をお控えください。

★会費の口座引落しについて

１月は、
１・２・３月分の会費の請求月です。
１月１０日（水）にお申し出の口座から引落しますので、
ご準備ください。詳細や請求書が必要な事業所は、お手数ですが事務局までご連絡ください。

ニュース内の各種申込は、
特別に記載があるものを除き、
締め切りを毎月２０日とさせていただきます。なお、
締切
日をもってチケットを発注するため、
抽選結果報告書の通知にかかわらず締切日以降のキャンセルはできません。

1

お電話をください。

248

共済会事務局

（勤労文化センター内）

1

総合検査
センター

御返送
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